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～はじめに～

ゼロ・エネルギー住宅は、住宅の断熱性を上げること
で、住環境を快適にし、省エネと創エネ（発電：太陽光
発電や燃料電池でエネルギーを創る）の両方を実現す
る住宅です。
ゼロエネ住宅、ZEH（ゼッチ：Net Zero Energy House）
と呼ばれることもあります。Netとは「正味」という意味
で、消費電力（冷暖房、換気、照明、給湯など）であるマイ
ナス分と発電電力（太陽光発電）であるプラス分を合計
して、ゼロ（またはプラス）にする住宅のことを言います。
エネルギー的にも自立しており、政府も2020年までに

経産省資源エネルギー庁が「ZEHロードマップ」で、ゼ
ロエネルギー住宅とは、「外皮の断熱性能等を大幅に
向上させるとともに、高効率な設備システムの導入に
より、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギー
を実現した上で、再生可能エネルギーを導入すること

により、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロと
することを目指した住宅のこと」と定めていますが、
ざっと説明をするとゼロ・エネルギー住宅に必要なの
は、3つのポイントは、高断熱、省エネ、創エネです。

最近、耳にする機会が増えてきたゼロ・エネルギー住宅についてご存知でしょうか。

ゼロ・エネルギー住宅は現在、多くのハウスメーカーが力を入れていて、新築の注文住宅の購入で、

ゼロ・エネルギー住宅を検討している人も増えています。今回は、ゼロ・エネルギー住宅を

検討している方にぜひ聞いてほしいお話をさせていただきます。

ゼロ・エネルギー住宅とは何？1

ゼロ・エネルギー住宅とは

どうすればゼロ・エネルギー住宅になるか

ゼロ・エネルギー住宅の考え方は 高断熱 ＋ 省エネ ＋ 創エネ

ゼロ・エネルギー住宅を標準的な新築住宅とすると
いう目標を掲げて、普及を呼びかけています。

暖房

冷房
換気

照明

給湯

暖房

削減

冷房
換気
照明
給湯

涼 暖

高断熱でエネルギーを極力必要としない
（夏は涼しく、冬は温かい住宅）

高性能設備で
エネルギーを上手に使う エネルギーを創る

＋ ＋
経済産業省HPより　https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/housing/index03.html

町でも見かける
ようになってきた
太陽光発電
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①高断熱
高性能の断熱材や断熱性が高い窓や壁、屋根などの部材を使用し、外部からの熱の影響を受けにくくするこ

とで、冷暖房費の削減につなげます。高断熱化できれば、夏は涼しく、冬は暖かい住宅を実現でき、1年を通し

て室温の差を減らし、居心地のいい室内環境を保つことができます。また、それぞれの部屋の温度差も小さく

あり、冬場のヒートショックや夏場の熱中症の危険性も減らすことができます。そのような理由から、お年寄り

や小さい子供にとっても優しい住宅になっていると言えるでしょう。

②省エネ
冷暖房、換気、照明、給湯などで消費されるエネルギーを削減します。具体的には、HEMSと呼ばれる、エネル

ギーの消費量と発電量を管理して、効率化させるシステムを使ったり、LED照明を設置したり、省エネ効果の

高い給湯システムやエアコンを採用したりします。そして、経済産業省の規約でも一般の住宅と比べて、20%

以上の省エネ効果を実現しないといけないと言われています。

③創エネ
太陽光発電や燃料電池などを使って、エネルギーを創り出します。発電したエネルギーを蓄電池に貯めると、

昼に発電した電力を夜に回すこともできます。家庭で消費する電力以上に発電することができたら、電力会社

に売電を行い、家庭で使う電気の80%以上を自家発電で賄うようにします。

ゼロ・エネルギー住宅に用いられる設備、部材等

夏期 排出

涼風

冬期

電力量
の把握高断熱窓

高断熱外皮

蓄電システム

高効率給湯

省エネ換気

高効率空調
高効率照明
（LED 等）

日射遮蔽

太陽光発電

HEMS

経済産業省HPより
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/housing/index03.html
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1
ゼロ・エネルギー住宅は、消費した電力と発電した電

力のトータルの電力がゼロになるというコンセプトで

すが、発電した電力をそのまま全部消費しているわけ

ではありません。もちろん発電した電力をそのまま使

用している部分も多いですが、太陽光発電は夏場が

いちばん発電量が多く、冬場は少なくなります。です

から、夏場に消費電力よりも多くなった発電量を売電

し、冬場は足りない部分の電気を電力会社から購入

しないといけません。1年を通して、エネルギーがゼロ

になるという考え方になっています。

ゼロ・エネルギー住宅の3つのポイントの1つ、高断熱住宅で

すが、外気や外部の熱の影響を受けにくいとは言うものの、

暑い夏や寒い冬には冷暖房は必要になってきます。もちろん

高断熱でない住宅と比べれば、冷暖房費はずっと節約するこ

とができますが、完全にゼロにすることは難しいです。新築の

ときには、最初から冷暖房が必要なところ、住んでみて冷暖房

を増設するところなど、冷暖房に関する設置計画をしっかり

立てておくことをおススメします。

太陽光発電はコンスタントに発電できるわけではなく、発

電量は天候に左右されます。前述のとおり、夏場に発電量

が多く、冬場には少なくなりますし、雨や曇りの日が続くよ

うなときも発電量は期待できません。また、日本海側など

は、特に冬の発電量が少なく、雪がパネルに積もってしまう

と発電できなくなってしまうことすらあります。また、地域や

立地によっては何らかの陰になってしまい、発電量が思っ

ていたよりも少なくなってしまうこともあります。新しい土

地を探して家を建てる際には、土地の見学のときに、日中の

日当たりもチェックしておいたほうがいいでしょう。

ゼロ・エネルギー住宅には勘違いしやすい点
知られていない点があるので注意！

2

ゼロ・エネルギー住宅は発電した電力を
そのまま全部消費しているわけではない

ゼロ・エネルギー住宅には勘違いしやすい点、知られていない点がありますが、

実はとても大切な情報が含まれています。ここではそんな点について、お話をしていきます。

2 高断熱住宅でも、冷暖房は必要

3 太陽光発電は場所や天候による
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ゼロ・エネルギー住宅の触れ込みとして、消費した電力

より発電した電力がプラスになり、臨時収入が入るこ

ともあるというのをよく聞きます。もちろんそういった

ことは多いのですが、消費電力のほうが多くなることも

あるのは覚えておいてください。といいますのも、国に

よるゼロ・エネルギー住宅の計算は、消費電力につい

て、冷暖房、換気、照明、給湯などは考慮していますが、

家電などの消費電力は含まれていません。

ですので、消費電力が大きい家電を複数使用している

場合など、トータルの消費電力が多い場合は、消費電

力が発電電力を上回ってしまうこともあります。このこ

とはあまり知られていません。家電による消費電力は、

実際に住んでみないと分からないもので、思ったより

も電気代がかかってしまったということもない話では

ありません。

発電量にもよりますが、電力会社が固定価格
で電気を買い取る義務がある期間は決まって
おり、それ以降は複数の電力会社との比較で、
売電する業者を決めることになります。
しかし、売電価格は年々落ちており、思ってい
たよりも収益が出ていないというゼロ・エネル
ギー住宅もあります。

ゼロ・エネルギー住宅には補助金がありますが、

2019年度の補助金（1戸70万円、蓄電システムを

設けた場合は追加の補助金もあり）の場合は、6月

7日に一次公募が終わり、2次公募、3次公募はそ

れぞれ7月上旬、8月上旬を予定しています。交付

決定まで、約1か月半かかり、決定した日以降にし

か工事に入れないため、補助金がなかったら家を

建てないという人は動くに動けない状態になって

しまいます。また、落選した際に、次の募集に申請

し直そうとすると、更に着工が伸びてしまいます。

2019年10月には消費税増税もあるため、消費税

が安いうちに、早く着工したいという人は、補助金

については諦めないといけません。

4 実は、消費電力のほうが多くなることもある

5 売電期間が決まっている、売電価格が落ちている

6 ゼロ・エネルギー住宅の補助金は
申し込みのスケジュールが決まっている

電力会社
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まず、省エネ設備、創エネ設備を設置し、工事をするた

めにはイニシャルコストがかかります。他の住宅と比

べて、安くても150万円程度高くなり、300万円以上か

かることもあります。ハウスメーカーなどによっては、

標準装備でかなり条件に近い省エネ設備を備えてい

て、それほど大きな価格差は出ない場合もありますが、

太陽光発電は標準設備でついていることは少ないの

で、設置には必ずお金がかかります。後々、電気代が節

約できるので、長い目で見ると回収の見込みは十分に

ありますが、建てられる家にはその家族の予算があり、

お金をかけたいこだわりの部分がある場合、二の足を

踏むかもしれません。

実際には、条件を満たせば国からの補助金を受けるこ

とができるので、だいぶカバーはできますが、必ず補助

金が受けられるとは限りません。この補助金は限定的

なものだと言われています（建てるなら早いうちがおス

スメです）。検討しているハウスメーカーや工務店が補

助金を取った実績があるか、あるなら、どのような設備

をつけて、どのぐらい設置にお金がかかったのか、差額

などを営業マンに説明をしてもらうようにしましょう。

3

どうしてもイニシャルコストはかかってしまう1

どうしても建築費は
高くなってしまう・・・

メリットしかないと思われがちな
ゼロ・エネルギー住宅のデメリット

多くの業者がゼロ・エネルギー住宅についてのメリットを全面に出していますが、

デメリットも存在します。ここでは、あまり表に出ないデメリットを紹介していきます。

Demerit

Merit
or
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太陽光発電の効果を最大限にするためには、どうしてもパネル

を南側の屋根に設置しないといけません。できるだけ南側の

屋根を広く取り、そこに大きなパネルを設置すると考えると、

プランや外観に制約が出てしまいます。ですから、プランや外

観デザインのイメージが最初に固まっている場合ですと、どう

しても変更を余儀なくされたという印象を持たざるを得ませ

ん。物件の南側には庭を設けたり、大きな窓をつけたりするこ

とも多く、玄関側と共に、その家の顔にもなります。その屋根部

分にパネルが並んで載っているのを見て、少し残念な印象を

持ってしまう人がいるかもしれません。

また、断熱性を高めるために、窓をペアガラスにした

り、断熱性の高い窓にする必要があるため、気に入った

デザインの窓が使えなかったり、サイズが変わってし

まったりすることもあるので、こちらも注意が必要です。

3

最初に設備さえつけてしまえば、後はお金がかからな

いと考えるのも間違いです。特に、太陽光発電のパネル

は外に設置するものなので、どうしても定期的な点検

が必要になり、サビや劣化が激しい場合はメンテナン

スもしなければなりません。メーカー側では1年に１回

程度の定期点検を推奨しているところが多いですが、

定期的な点検、メンテナンス以外にも、ここ数年激しい

天候の変化が多く、ヒョウや短期間に降る大雪、突風

などの被害もあるので、突発的なメンテナンスが必要

になることもあり、注意が必要です。

特に強い台風の後などは業者への問い合わせが多く、

修理まで時間がかかってしまうこともあります。

定期点検自体はお金がかからない場合がほとんどで

すが、太陽光発電のメーカー保証は10年程度のことが

多く、それ以降のメンテナンスには部品の購入や技術

費などが入って高額になることもあるので、事前に業

者にメンテナンス費の目安を聞いておいてもいいかも

しれません。

点検やメンテナンスなどの維持費は必ずかかってくる2

理想やイメージ
通りの

家にならないこと
も・・・

設計の一部に制約が出ることがある
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ある程度名前が知られているハウスメーカーの多く

は、ゼロ・エネルギー住宅に力を入れています（実際、

あるハウスメーカーでは2018年のうち、70％以上が

ゼロ・エネルギー住宅になっています）。ただし、「ZEH

ビルダー」の半分以上がゼロ・エネルギー住宅の実績

がありません。更に、「ZEHビルダー」の登録も実績も

なく、ゼロ・エネルギー住宅の知識も曖昧な業者も

います。 

ゼロ・エネルギー住宅を建てたいと早い段階から考え

ているのであれば、展示場を見たり、業者に問い合わ

せをしたりする際に、「ゼロ・エネルギー住宅を建てた

いので、現場や見学できる物件があったら見に行きた

い、だめでもプランや設備などを知りたい」とお願いを

するようにしましょう。経験のある設計士に依頼した

いと言っておくと話も早いです。契約につながる可能

性が高いので、各メーカーは実例見学には力を入れて

いますし、実際に住んでいる人に、電気代や冷暖房の

利用についての具体的な話を聞けるのは大きいです。

もちろん、これらのお願いへの対応で、その業者の自

信も分かります。今までゼロ・エネルギー住宅を手掛

けたことがなく、初めての物件で力を入れたいので、相

談しながら丁寧にやっていきたいという業者もいると

思いますが、できれば、前年度に実績がある業者のほ

うが補助金の申請の勝手も分かっていて、頼りになり

ます。業者選びを間違ってしまうと、申請書類が間に

合わなかったり、条件を満たしていなかったりして、補

助金が取れない、最初から取るつもりがないという場

合もあるので、注意が必要です。

自社が受注する住宅のうちZEHが占める割合を2020

年までに50％以上とする目標を宣言・公表したハウス

メーカー、工務店、建築設計事務所、リフォーム業者、

建売住宅販売者等を「ZEHビルダー」として公募、登録

し、屋号・目標値等の公表を行っていて、2018年1月現

在、全国のハウスメーカー、工務店を中心に6,303社が

ZEHビルダー登録を行っています。登録している業者

ですと、補助金の申請は比較的楽です。

 騙されるな！要注意の業者もある！4

1 展示場巡りや問い合わせの際には、
ゼロ・エネルギー住宅について必ず聞く

広告などでゼロ・エネルギー住宅をうたっている業者の中には、あやしい業者もいるので、

騙されないように注意してください。ここでは、その対策についてお話をします。

（経済産業省HPより)
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/
saving/general/housing/index03.html）

登録済みの業者はこちらから検索できます ▶

ゼロ・エネルギー住宅のビルダーとプランナーのマーク

ZEHビルダー / プランナー 一覧 検索
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0
前述のとおり、申請をして、条件を満たしていると、環境省

からZEH補助金がもらうことができます。2019年度は注

文住宅では1戸あたり70万円で、前年度の85億円の予算

から、12億円予算を増やして、97億円を計上しています。

ただし、年々、ゼロ・エネルギー住宅の知名度が上がるに

したがって、申請をする人は増えています。予算も増えて

いるとはいえ、申請時期が決まっているので、その時期を

逃さないように、業者とも相談をしながら、計画を立てる

ようにしましょう。業者のほうで、ほとんど書類を準備して

くれるところが多いですが、自分で用意しないといけない

書類もあるので、スケジュールは必ずチェックするように

しましょう。

5

ゼロ・エネルギー住宅について、お分かりいただけたでしょうか。

あまり耳にしたことがない、ゼロ・エネルギー住宅の知られていない点、デメリットや注意点など

についてもお話をしました。ゼロ・エネルギー住宅に関しては、どのハウスメーカーや業者も

メリットばかりを挙げていることが多いですが、デメリットもあり、あらかじめデメリットや

注意すべき点を知っておくことで、ある程度心構えができます。

特に、気をつけておかなければいけないのは、補助金についてです。将来的に国からの補助金が

打ち切られることも考慮して、家を建てるべき時期、準備しておいた方がいい貯金額などを家族で

相談したほうがいいでしょう。また、補助金がなくても、本当に建てるメリットが

あるか、ということまでしっかり検討しておきましょう。

最後に、ゼロ・エネルギー住宅を検討している方は、自分の目で実例を見たり、

しっかり情報を調べたりして、納得のいく住宅を手に入れるようにしてください。

それが皆さんの快適な住環境の実現への近道です。

～最後に～
ゼロ・エネルギー住宅を検討している方へ

2 補助金は申請時期を必ず自分達でもチェックする


